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このたびはメガドライブカー トリ

ッジ「Z00M/」 をお買い上げい

ただき、誠にありがとうこざいま

した。ゲームを始める箭にこの取

扱説明書をお読みいただきますと、

より楽しく遊ぶことができます。
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ま え

を始める″ご
このゲームは、1～ 2人用です。ゲームを始める前に、

コントロールバッドが正しく接続してあるか確認して<
ださい。

接続の成 t

2人で遊ぶ場合、コントロールバッドを 2個使用して

遊ぶこともできます。(コ ントロールバッドが 2個J21要な

場合は、別売のコントロールバッドをお求め<ださい。)

驚 ト トのげなた
タイトリレ画面のときにスタートボタンを押すと、次の

ような画面に変わります。

lPまたは 2Pコ ントロー

ルバッドの方向ボタンでブ

レイ方法を選び、スタート

ボタンを押してください。

l PLAYER(1プ レイヤー)

lPコ ントロールバッド

を使い、1人でブレイします。

2 PLAYttRS
l PAD
(2ブレイヤーズ 1パッド)

4Pコ ントロールバッドを交互に使い、 2人でブレイ

します。

2PLAYERS 2PADS(2ブ レイヤーズ 2ノ iッ ド)

コントロールバッドを 2

個使つて、 2人で交互にブ

レイします。

ブレイヤー 1は lPコン

トロールバッドで、黄色の

スマートを動かします。ブレイヤー 2は 2Pコントロー

ルバッドで、青のスマートを動かします。

COMPET:T:ON(コ ンペティション)

コントロールバッドを 2

個使つて、 2人で同時にブ

レイします。

ブレイヤー 1は lPコン

トロールバッドで、黄色の

スマートを動かします。ブレイヤー 2は 2Pコントロー

ルバッドで、青のスマートを動かします。

↑lP
コントロー′レ ッヽド

CONttROL 2

2P↑
コントロー′り ッヽド
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ボタン

Bボタン

スター トボタン

ゲームをスタートするときなどに使います。ゲーム中

に押すとポーズ(静止画面)になり、もう一度押すとゲー

ムが再開できます。

方向ボタン

スマートを4方向に動かします。(方向ボタンを押し続

けな<ても、スマートは直進します。)

Aボタン Cボ タ ン

スマートがジヤンプします。

Bボタ ン

うしろに向かつて、弾を

発射します。(弾を当てる

と、モンスターを突き飛ば

すことができます。)

あ そ

|:|||||||||||:1  蒻
面 錫 方

左上にブレイヤー 1のデ    
だうえ

ひr      ―夕が、右上にブレイヤー 2

のデータが表宗されます。

●現在のスコフ :タイルを 1枚囲むと10点力0算されます。

同時に 2枚のタイルを囲んだり、連続してタイルを囲

むと、得点が上がります。

②残りの弾の状態 :スマートが発射できる弾の残り状態

が 3段階で表示されます。

0残りのプレイヤー数 :ゲームスタート時のプレイヤー

数は4です。スマートがモンスターと衝突して倒れる

と、プレイヤー数が減ります。ブレイヤー数が 0にな

ると、ゲームオーバーです。

0ステージ×面 :現在プレイ中のステージと面のナンバ

ーが表示さねます。

0残リタイム :ゲームが始まると減つていきます。 0に

なる前に、その面をクリフすれば、ポーナス点が加算

されます。また残リタイムが 0になると、モンスター

の数が増えます。あせらずに、がんばつて/

０

０

０

０

スタートボタン



晉 基 本 ル ー ル

、ラインの色が変わります。ライ

ンでタイルを囲むと、タイルが点滅します。画面上のタ

イルを全部囲むと、その画をクリアできます。

途中でモンスターたちがスマートの邪魔をしますが、

うま<かわして、制限時間内にクリフして<ださい。ア

イテムを効果的に使つてゲームを進めるのがコツです。

モ〃 ター
スマートの邪魔をするモンスター。チャーム以外のモ

ンスターと衝突すると、スマートは倒れてしまいます。

量ステー ジ鸞 成

このゲームは 6ステージから成

り、各ステージは 6面で構成され

ています。

麗プ レイヤー 数の 霧崚ゅ
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ROWDY FINGttRS
ラウデイ フィンガーズ

ト指のお化け。常にスマ

ートを追いかけまわす、

最も強いモンスターです。

SP:LER スバイラー

くあちこち動きまわつて、

スマートの移動したライン

を消してしまいます。

スコアが1000点 になるとプレイヤー数が増え、それ以

降は2000点増えるごとに、プレイヤー数が増えていきま

す。

また、タイルを連続して10回 囲むと、プレイヤー数が

増えます。11回目以降は、 1回タイメレを囲むたびにプレ

イヤー数が増えていきます。

懸書ンテ ィニ 塁―

ゲームオーバーになると、タイ

トル画面にもどります。このとき

スタートボタンを押すと、右のよ

うな画面が表示されます。CONT
INUEを選んでスタートボタンを

押すと、ゲームオーノヽ一になつたステージの 1面からコ

ンティニュープレイができます。

C∪涯 キユー

>球を合体させたようなモ

ンスター。縦横に、十字を

描くように移動します。

CHARM    チャーム

レクラゲのようなこのモンスターは、

スマートと衝突すると消えてしまいま

す。スマートは無事だけど、移動する

スピードが遅<なるので、注意して/

lN饉二SP:N饉  スバインースバイン

くトゲトゲのモンスター。

じつとしているかと思うと

突然ワープして、別の場所

に現れます。

CHARM



|

7●J

/イテム
‐

ゲーム中、さまざまな効果のあるアイテムが現れます。

一定時間たつと消えてしまうので、早めに取るといいで

しよう。

一定時間、モンスターた

ちの動きが遅<なります。

が止まります。ただし、動きは止ま

つてしヽても、モンスターに衝突する

とスマートは倒れてしまいます。

定時間、無敵になります。スマ

ートが点滅している間は、モン

スターに衝突しても大丈夫です。

一定時間、モンスターた

1●

モンスターたちが消滅し、

無条件でその画をクリアす

ることができます。

チャームと衝突してスマ

ートのスピードが遅<なつ

ているときに、これを取る

と、もとのスピードにもど

ります。

スマートのスピードが遅くなつていない場合、これを

取ると、ボーナスポイントが力0算されます。

かと同じ効果がありま

す。どんな効果がある

かは、取つてみないと

わかりません。どのアイテムだつたかは、取つたあとで

画面に表宗されます。(プレイヤー1のステージナンバー
の近くに、アイテムが表示されます。)
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カートリッジは精密

機器ですので、とくに

次のことに注意してく

ださい。

カー トリッジを抜き差しすると

きは必ず、本体のパワースイッチ

をOFFに しておいてください。

パワースイッチをONにしたまま

無理に、カートリッジを抜き差し

すると、故障の原因になります。

カートリッジの端子部に触れた

り、水で濡らしたりすると、故障

の原因になりますので注意して

ください。

カートリッジを保管する

ときは、極端に暑いところ

や寒いところを避けてくだ

さい。直射日光の当たると

ころやストープの近く、湿

気の多いところなども禁物

です。

//鷺鶯鍼
才旨差

PaLiを書夏:‖送Υ[111」忌二

`

カートリッジの汚れを拭くと

きに、シンナーやベンジンなど

の薬品を使わないでください。

・ たり、出んだりするのは暴場で
す。また、分解は絶対にしない

でください。

長い時間ゲームをしている と、

目が疲れます。ゲームで遊ぶとき

は健康のため、 l時間ことに10～

20分の休憩をとつてください。ま

た、テレビ画面からなるべく離れ

てゲームをしてください。
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MEGA¬耐稲書¬繭貯

●E●オ″ノナ

戯   |″ |́1来 しヽ|
ラ´シ:薪羅ケ

ニムソフト

や楽しい情報を、どんどん

お知らせしています。

札幌 gl卜832‐ 2733

現に男譴   03… 236-2999

大阪  86-333-8181

福岡 092-52卜 8181

☆電話番号をよく確かめて 正しく力ヽ すてください。

ゴールデンアツクス ‐

標準小売価格 6,000円
たお

″″―●″rt● s

士,=富士″●′

メガドライブカートリッジ
轟重f

このゲームに対するこ意見やこ感想を、

下記までお寄せください。

株式会社 セガ。エンタープライゼス

〒144東 京都大田区羽田卜2-12

お客様サービスセンター

803(742)7060(直 通)

ODISCOVERY SOFTWARE 4988
1NTERNAT10NAL.INC
AしL RICHTS RESERVED

_CDSECA 1989記載価格には消費税は含まれません。

禁無断転載



お詫びと訂正

「ZOOM/」 取扱説明書の8ページにビ1庸1量程上の

ミスがありました。深<お詫びし、次のように。I正させ

ていただきます。

(誤)

■基 本 ルール

、ラインの色が変わります。ライ

ンでタイルを囲むと、タイルが点滅します。画面上のタ

イルを全部囲むと、その画をクリアできます。

(主)    ↓

■基 本 ルー ル

スマートを動かすと、ラインの色が変わります。ライ

ンでタイルを囲むと、タイルが点滅します。画面上のタ

イルを全部囲むと、その画をクリアできます。


